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実際の作業の様子を見に来ませんか実際の作業の様子を見に来ませんか 有料広告

お知らせ

 財政課（西館２階）  【担当】古賀・野中　☎37・6117

入札結果を公表します 小城市ホームページから
検索入札結果

（５月入札分で予定価格が1,000万円を超えるもの）� （単位：円、％）

※入札結果は、市ホームページでも公表しています。

工事名等 指名業者等 落札業者 落札決定額 
(うち消費税相当額)

予定価格 
(うち消費税相当額) 落札率 入札執行課

平成29年度（繰越）
小城公共下水道事業
中央汚水第２号管渠布設工事 西岡建設㈱、㈱下村建設、㈱エグチ・ビルド、

㈱政工務店、㈱城南建設、岡本建設㈱、
㈱大義建設、㈱中島工務店、㈱久保建設

㈱下村建設
87,480,000
(6,480,000)

93,495,600
(6,925,600)

93.57

財政課
☎37・6117

平成30年度
小城公共下水道事業
久米第１号管渠布設工事

㈱城南建設
28,242,000
(2,092,000)

29,743,200
(2,203,200)

94.95

平成30年度
小城公共下水道事業
土生第１号管渠布設工事

水田建設㈱、㈱嶋本建設、服巻建設㈱、
㈱ナカムラ、㈱エィ・ティ・ジー、㈱中部ガス、
㈱豊城建設、㈱江里口造園�小城支店

㈱中部ガス
18,230,400
(1,350,400)

19,213,200
(1,423,200)

94.88

小城市民公民館体験講座
「浴衣の着付け体験」

　浴衣の着付けを講師に教わりながら学ぶことが
できます。着付けに興味がある人、自分で着付けを
してみたい人、どなたでもご参加いただけます。�
自分で着付けをして、夏祭りに参加してみませんか？
◆日時　７月28日（土）　15時〜1７時
◆場所　ドゥイング三日月　大研修室（和室）
◆対象者　市内在住で着付けに興味がある人
◆持参するもの　浴衣一式、着替えを入れるもの
◆応募期限　７月20日（金）
◆定員　20人
◆参加費　無料

 生涯学習課　三日月公民館係
　　　☎7２・1616

情 報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

平成3０年度 小城市国保
人間ドック助成の追加募集

◆対象者
・�平成30年５月21日時点で小城市国民健康保険の
加入期間が１年以上の人
・�平成30年４月１日現在30歳以上で、検査日に
７5歳未満の人
・国民健康保険税を完納している世帯の人
・平成30年度の特定健診を受診していない人
◆申込期限　７月31日（火）
◆申込方法　国保年金課の窓口にお越しください。
◆個人負担額　市内医療機関　15,000円
※定員に達し次第終了します。
※市外医療機関の受付は終了しました。

 国保年金課　☎37・61０1
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有料広告

まむし抗毒素の保有医療機関

　万が一、まむしにかまれた時のために確認して
おきましょう。
　受診の際は、事前に在庫をご確認ください。
（平成30年４月現在の保有医療機関）
【多久・小城地区】
◆多久市立病院　☎７5・2105
※�他の市町の医療機関については、県のホームペー
ジをご覧ください。
 健康増進課（西館１階）　☎37・61０6

飲用井戸などの衛生管理を
お願いします

　飲み水に利用されている井戸水、湧水などは、次
の点に気を付けて適切な衛生管理をお願いします。
◆飲用井戸の管理について
・�井戸のふたに施錠したり柵を設けたりして、人
や動物がみだりに入らないようにしましょう。
・�周辺を定期的に点検し、清潔にしておきましょう。
◆水質検査について
・�毎日、色、濁り、臭い、味
に異常がないか確認しま
しょう。
・�１年に１回、検査機関によ
る水質検査を行いましょう。

◆汚染が分かったとき
・�薬品の漏

ろう
洩
えい
などにより、人の健康に害を及ぼす

おそれがあることを知ったときは、直ちに使用
をやめ、利用者に連絡するとともに、下記へご
相談ください。

（注）水質検査は市役所や保健福祉事務所では行っ
　　　ていません。水質検査機関への依頼をお願い
　　　します。

 環境課（西館１階）　☎37・61０２

小城市放課後児童クラブ支援員
を募集します

　「子どもが大好きだから子ども関係の仕事をして
みたい」「子どもたちの育ちに関わってみたい」「放
課後児童クラブに興味がある」人、小城市放課後児
童クラブで支援員として働いてみませんか？
　「まずは、話を聞いてみたい」という人も大歓迎。
気軽にお電話ください。
◆勤務期間
　７月23日（月）〜８月31日（金）
　（夏休み期間中／以降の継続あり）
◆勤務時間
　８時〜19時（内６時間〜８時間程度）
◆勤務内容
　放課後の児童健全育成支援
◆賃金
　850円／時給
　※月給職員の募集もあります。
　※詳細は問い合わせください。

 NPO法人佐賀県放課後児童クラブ連絡会
　　☎37・8５５3（山口）

祗園マルシェを開催

　小城山挽祗園７02年祭に合わせて、「祗園マル
シェ」を開催！バラエティ豊かな手づくりの作品
が並びます。
　また、１階では佐賀玉屋の「ふるさと物産展」
が開催されます。
　ぜひ、ゆめぷらっと小城へお越しください。
◆日時　７月22日（日）
　　　　10時〜1７時
◆場所　ゆめぷらっと小城
　　　　２階　天山ホール
◆入場料　無料

 ゆめぷらっと小城 管理室　☎37・66０1
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OPEN

約60種類の色んなパンがお出迎え！

プレ
オープン 8:00～18:007 土

8:00～18:00
グランド
オープン 8 日

7
7

※どちらも商品が無くなり次第、販売終了となります。

小城市小城町281－1－2
0952－37－1744

ゆめぷらっと
小城

小城高
小城公園小城公園

桜岡小

小城署

小城駅

ココ
（旧エリーゼ）

203

有料広告

情報
INFORMAT ION

い
い
ろ

ろ
お知らせ

募集情報

開催案内

ウィメンズカレッジを開催

　小城市地域婦人会では、日々の暮らしを心豊か
に過ごすための講座を開催しています。
　今回は環境についてのお話です。堅苦しい内容
ではなく、大きな声で笑いながら、楽しく学べる
講座です。
　皆さん、気軽にご参加ください。
◆日時　７月2７日（金）
　　　　10時〜11時30分
◆場所　アイル
◆講師　松

まつ
本
もと
浩
こう
一
いち
郎
ろう
さん（小城市環境課長）

◆対象者　どなたでも
◆受講料　無料

 小城市地域婦人会　☎66・２6２6（古賀）
職業訓練受講生を募集します

　平成30年９月生を募集します。
募集科名 定員

CAD／NCオペレーション科

各15人板金・溶接施工科

電気システム施工科

住環境CAD科 24人

◆ 応募資格　新たな職業に就こうとする求職者で、
受講意欲があり公共職業安定所長から受講指示
または受講推薦などを受けた人

◆受講料　無料
◆応募期間
　６月18日（月）〜８月１日（水）
◆筆記試験・面接日
　８月８日（水）
◆訓練期間　６カ月
　　　　　 （９月５日〜平成31年２月28日）
◆応募方法　�最寄りの公共職業安定所で相談の上、

応募書類をご提出ください。
 ポリテクセンター佐賀　☎２6・9５16

CSO（市民社会組織）からの
提案を募集します!

　県や市では「私たちならもっと質の高い公共サー
ビスを提供できる」という、CSOからの提案を募
集しています。
　昨年度は、県および市が担う業務に対して、８
件の提案があり、４件が採択されました。
　今年度も、CSOの皆さんからの県や市の事業に
対する提案を募集しますので、ぜひご応募ください。
◆事業名
　CSO提案型協働創出事業
◆募集期限
　９月28日（金）
※提案書の様式などは、問い合わせください。
※�CSOとは、NPO法人、市民活動・ボランティア
団体に限らず、自治会、婦人会、老人会、PTA
などの組織・団体も含めての呼称です。

 ・中間支援組織　特定非営利活動法人
　　　　ようこそ小城　☎7２・3５66
　　　・佐賀県　県民協働課　☎２５・7374

有明海資源磨き事業
「六角川ゆうらん」開催

　水面に映る花火と、地元青
年の太鼓浮立をぜひ見に来て
ください。詳細は、小城市商
工会に問い合わせください。
◆期日　７月31日（火）
◆場所　芦刈海岸
◆参加費　3,000円
　　　　　（食事付き、要申込）

 小城市商工会　☎66・０２２２（池田）
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広報「さくら」で小城市へPR！

☎0952-73-4113
小城市小城町253番地４
http://www.otonari.co.jp/

みなさまの想いをカタチに

信頼ある媒体
公の機関の発行！

インターネットでも閲覧OK
配布地域外の方にもアピール！

小城市の皆さんへ
あなたの会社や
お店をPRできます 広告募集中

広告効果バツグン！

約16,000戸に配布
小城市内

発行日／毎月20日

まずは、
お気軽にお問い
合わせください。

有料広告

九州一斉！
相続登記相談会を開催

　不動産の相続登記の手続、遺産相続の手続、生
前贈与や遺産分割など、相続に関する無料相談会
を開催します。
　相談は無料で、司法書士がお受けします。
◆日時　７月８日（日）
　　　　10時〜15時（予約優先）
◆場所　ほほえみ館（佐賀市保健福祉会館）４階
　　　　（佐賀市兵庫北三丁目８番36号）
◆予約期限　７月６日（金）　平日の10時〜16時

【共催】　佐賀地方法務局・佐賀県司法書士会
 佐賀県司法書士会事務局　☎２9・０6２6

第１6回
佐賀平野「水と歴史」の探検隊

　北山ダム内部の見学、船でのダム湖内探検、佐
賀平野に水を流す仕組み、石

いし
井
い
樋
び
と成

なり
富
どみ
兵
ひょう
庫
ご
茂
しげ
安
やす

公
こう
について学習します。

◆日時　８月24日（金）　８時30分〜16時30分
　（小雨決行、悪天候の場合は延期または中止）
◆対象者　小学４年生〜６年生と保護者
　　　　　（小学生のみの参加も可）
◆定員　40人
◆参加料　大人300円、子ども100円（昼食付き）
◆受付開始　７月1７日（火）　９時〜
◆ 受付方法　参加希望者全員の名前、性別、住所、
電話番号、学校、学年を記入の上、FAX、はがき、
またはＥメールで応募してください。応募受付
後、結果の連絡を行い、参加者には、８月上旬に
集合場所や行程表などを郵送でお知らせします。

 水
み

土
ど

里
り

ネットさが土地（佐賀土地改良区）
　　　〒84０−０811
　　　佐賀市大財三丁目８番1５号
　　　☎２２・438２　FAX ２9・1０48
　　　  tanken3０@sa-tochi.jp

自衛官を募集します

◆募集種目、募集資格
　【一般曹候補生】18歳以上2７歳未満
　【自衛官候補生】18歳以上2７歳未満
　【航空学生】
　　航空：高卒（見込含）21歳未満
　　海上：高卒（見込含）23歳未満
◆試験日　
　�【一般曹候補生・自衛官候補生】　９月22日（土）
　【航空学生】　９月1７日（月・祝）
◆試験場所
　【一般曹候補生】�【自衛官候補生】　佐賀大学
　【航空学生】　目達原駐屯地
◆申込期間　７月１日（日）〜９月７日（金）

 自衛隊佐賀地方協力本部　佐賀募集案内所
　　　☎31・５００２

こどもおぎなうを作ろう！
こどもライターを募集します

　小城のフリーペーパー「おぎな
う」では、子どもたちにクリエイ
ティブの楽しさを体感してもらう
ために「こどもおぎなう」を作成
する、こどもライターを募集しま
す。市内の企業やお店を回って取
材体験をしてみませんか？
◆対象者　小城市内の小学５・６年生
◆定員　20人
◆申込期間　６月20日（水）〜７月４日（水）
◆申込方法　�こどもおぎなうのホームページから

申し込みください。
◆実施期間　夏休み期間を中心に計８回を予定
◆参加費　無料
　申し込み・詳細は こどもおぎなう 検索

 株式会社　音成印刷　☎73・4113
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開催案内

慰霊巡拝の実施について

　旧主要戦域となった陸上や遺骨収集の望めない
海上などにおける戦没者の遺族を対象として、厚
生労働省が実施する慰霊巡拝の参加者を募集しま
す。実施日程、申込締切日などは地域ごとに異な
ります。詳細は問い合わせください。
◆ 派遣地域　旧ソ連沿海地方、中国東北地方、
　東部ニューギニア、インドネシア、硫黄島、
　トラック諸島、フィリピン、
　マーシャル・ギルバート諸島

 佐賀県　福祉課　援護恩給担当　☎２５・7０５8

戦没者遺児の皆様へ

　旧戦域を訪れ、慰霊追悼を行うとともに、同地
域の住民と友好親善を深めることを目的とした慰
霊友好親善事業の参加者を募集しています。
　日程など、詳細は問い合わせください。
◆対象者　戦没者の遺児
◆実施地域　旧ソ連、ビスマーク諸島、
　東部ニューギニア、西部ニューギニア、
　北ボルネオ・マレー半島、マリアナ諸島、
　トラック・パラオ諸島、フィリピン、ソロモン諸島、
　ミャンマー・タイ、台湾・バシー海峡、
　マーシャル・ギルバート諸島、中国
◆参加費　10万円

 （一財）日本遺族会事務局　☎０3・3２61・５５２1

福祉マンパワー合同就職面接会
＆相談会を開催

　県内の福祉施設、病院や在宅介護サービス事業
所などで働きたい人のために、就職面接会を開催
します。
◆日時　７月13日（金）
　　　　13時30分〜15時30分（受付�13時〜15時）
◆場所　佐賀県総合体育館
　　　　（佐賀市日の出１－21－15）
◆内容　・�参加者と参加事業所との面接会、相談会
　　　　・�福祉関連資格の取得方法や福祉分野の

仕事内容についての相談
◆参加費　無料　※事前申込不要

 ・佐賀公共職業安定所　　☎２4・436２
　　・佐賀県社会福祉協議会　☎２8・34０6

放送大学入学生募集

　放送大学はテレビ・ラジオ・インターネットで
授業を行う通信制の大学です。働きながら大学を
卒業したい、学びを楽しみたいなど、さまざまな
目的で、幅広い世代の人が学んでいます。
　ただいま2018年10月入学生を募集しています。
詳しい資料（無料）を送付しますので、気軽に問
い合わせください。
◆募集学生の種類
　－教養学部－
　科目履修生�（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　選科履修生�（１年間在学し、希望する科目を履修）
　全科履修生�（４年以上在学し、卒業を目指す）
　－大学院－
　修士科目生�（６カ月在学し、希望する科目を履修）
　修士選科生�（１年間在学し、希望する科目を履修）
◆出願期間
　【第１回】６月15日（金）〜８月31日（金）
　【第２回】９月１日（土）〜20日（木）
　（インターネット出願も受け付けています）

 〒84０-０81５　佐賀市天神３−２−11
　　放送大学佐賀学習センター　☎２２・33０8
　　放送大学ホームページ　http://www.ouj.ac.jp

佐賀県がん患者・家族つどいの会

◆日時　７月９日（月）　受付�12時30分〜
◆場所
　佐賀県健康づくり財団　３階研修室
　（佐賀市水ヶ江１丁目12－10　旧県病院跡地）
◆対象者　がん患者・その家族
◆定員　30人（受付順）
◆内容　13時〜14時
　　　　超簡単“エコクラフト”を楽しもう！
　　　　（講師　高

たか
見
み
明
あけ
美
み
さん）

　　　　14時〜16時　親睦・交流会
◆申込期限　７月４日（水）
◆ 申込方法
　�住所・氏名・電話番号・家族同伴の有無を電話
でご連絡ください。電話受付（平日９時30分〜
13時、14時〜16時30分）

◆参加費　１人300円（お茶菓子付き）
 佐賀県がん総合支援センター

　　　☎０1２０・２46・388
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第48回佐賀県人権・同和教育研究
大会（全体会）

～確かな学びをもとに、人と人とが
 つながり合い、豊かな社会をつくろう！～
◆日時　８月７日（火）　14時〜16時30分
◆場所　佐賀市文化会館　大ホール
◆講師　土

ど
肥
ひ
いつきさん

◆参加費　800円（資料代を含む）
　詳細は佐賀県人権・同和教育研究協議会のホーム
ページをご覧ください。

 佐賀県人権・同和教育研究協議会
　　☎6２・6434

多くの人が集まる催しで
火気を使用される皆さんへ

　多くの人が集まる催しでは、火気器具を使用す
る露店等に次のことが義務付けられています。
①露店等を開設する際の届出
②消火器の準備
★多くの人が集まる催しとは
　・自治会などが行う祭り
　・�事業所が近隣住民などを招いて行う催し
　・�学校主催のバザーで関係者以外に周知し来場

される催しなど
★対象となる火気器具とは
　・�コンロ、グリドル、ストーブ、ホットプレート、
発電機など

★露店等とは
　・�露店、屋台その他これらに類するもので、物品、
飲食物等を販売または、提供するもの

　不明な点は最寄りの消防署へお尋ねください。
 佐賀広域消防局　予防課　☎33・676５

76歳歯科健診（歯
し

あわせ健診）
を受けましょう

　お口の健康は体全体の健康に
つながります。平成30年度に
７6歳になる人を対象に歯科健
診を実施します。この健診は口
腔内衛生状態および口腔機能評
価を検査項目に加えた充実した
内容となっています。
◆対象者
　昭和1７年４月１日から
　昭和18年３月31日生まれの人
◆ 健診内容
　�　粘膜・歯・顎

がく
関節の状態、歯や歯周疾患の状

態、プラークの付着状態、嚥
えん
下
げ
機能（飲み込み）

評価などです。健診後に健診結果の説明とアド
バイスがあります。

◆費用　無料
　（健診受診後に治療を行った場合は有料です）
◆受診方法
　対象者には７月に受診券を送付しています。
※事前に受診される歯科に電話予約が必要です。

 佐賀県後期高齢者医療広域連合　業務課
　　☎64・8476 

2１世紀社会福祉セミナーを開催

　子どもの貧困について、国の現状や課題を踏ま
えた上で、地域で今何ができるのか、皆さんと考
えます。
◆日時　７月28日（土）
　　　　13時〜16時30分（受付�12時30分）
◆場所　アバンセ　大ホール
　　　　（佐賀市天神３丁目2－11）
◆対象者　一般の人
◆定員　300人
◆申込期限　７月23日（月）※当日参加可能
◆テーマ　「地域で育む子どもの未来
　　　　　　〜世代を超えて考える貧困」
◆参加料　無料

 佐賀県社会福祉士会
　　　☎36・５833　FAX 36・6２63

“社会を明るくする運動”に
ご協力ください

　７月は“社会を明るくする運動”の強化月間・再
発防止啓発月間です。日本での犯罪の約６割は再
犯者によるものです。立ち直りを支え、「犯罪に戻
らない・戻さない」ことが地域の安全につながり
ます。そして、立ち直りを支えるには、「地域のチ
カラ」が必要です。
　“社会を明るくする運動”は安全・安心の国づく
り、地域づくりのための重要な活動です。小城市
の安全・安心を実現しましょう。

 小城・多久地域更生保護サポートセンター
　　（小城市役所別館）　☎7２・791５
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